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八尾で地域に根ざした活動をされている阿吽法律事務所の弁護士、
髙木先生によるコラムを掲載させていただくことになりました！！
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去年からウチの事務所では、仕事の効率化を考えて？

断捨離を進めています。

私の机の周りもかなりスッキリしました。

でも整理しきれない書類等が入ったボックスが

まだいくつか存在します。

私は考えました。

整理 整頓 清掃の3Sを導入しょう！

反応は冷ややかなものでした。

-------。はい！私が頑張ります！

ウチのスタッフは優しいです（涙）。　　　　　　　　　　　　　オカ

咲庵s h ow ’ u n  板倉造り 無垢の家

プロフィール
昭和36年生まれ。
大阪市立大学法学部卒業。
大阪地裁、那覇地家裁裁判
官（判事補）を経て、平成
19年西天満に阿吽法律事
務所を開設。
平成20年阿吽法律事務
所を八尾に移転。

o k a

一級建築士／一級建築施工管理士／日本板倉建築協会 理事
統括設計専攻建築士／大阪府建築士会
NPO法人 なにわ文化芸術芸能推進協議会（通称：カエパス） 理事長
高安ルーツの能 実行委員会 事務長／能楽 観世流
一般社団法人錬信会 理事／無双直伝英信流 居合道教士七段
八尾ライオンズクラブ／八尾市倫理法人会

プロフィール

大阪市天王寺区に生まれる。
近畿大学理工学部 建築学科卒業。
小さいときは、おもちゃの刀を
振り回すワルガキだったが、成
長した今、お花とお酒を愛する
穏やかな人物です・・・？？
大学のゼミの先生の関連する
建築会社にて設計と施工を学
び97年独立。

相続時の預貯金債権の扱いについて
　阿吽法律事務所の髙木です。
　弁護士がお受けする案件の１つとして相続案件があります。弁護士が関わることになるケー
スは、相続人間で遺産分割協議が整わないとか、これまで会ったこともない相続人がいるとかな
にがしかの問題を抱えているケースがほとんどです。
　昨年１２月１９日最高裁判所大法廷で遺産分割に関する注目すべき判決が出ました。
遺産である預貯金についての判決です。
　これまで預貯金債権は、可分債権に当たり相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され
るという理解を前提としながら、全相続人の同意を得て遺産分割の対象とするという扱いがさ
れていました。それが、前記大法廷判決では、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び
定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることなく、遺産
分割の対象となるものと解するのが相当である」と判断され、従前の判例が変更されました。
　具体的にどういうことかというと、預貯金を解約する場合、各金融機関が求める書面に全相続
人が署名・押印（実印）をし、印鑑登録証明等の必要書類と共に提出しなければなりませんが、署
名・押印等に協力してくれない相続人がいる場合、これまでであれば、金融機関を相手に自己の
法定相続分に相当する金額を払い戻せという裁判を行い、金融機関もこれに応じてくれていま
したが（裁判外でも応じてくれる金融機関もありました。）、前記大法廷判決が出たことにより、
今後の金融機関の対応に変化があるかもしれません。
　逆に預貯金債権が遺産分割の対象となるとされたことで、遺産分割調停がまとまらなかった
場合、全相続人の同意がなくても預貯金も遺産分割審判の対象となると考えられますので、その
点では遺産分割が進めやすくなった側面もあります。
　いずれにしても今後の実務がどのように動くか、我々弁護士のみならず、岡所長のような大資
産家にとっても関心の高いところです。

今年に入って激動の予感です。
大きくは、トランプ大統領になって世界の仕組みが
変わっていくだろうと思えることです。
小さくは、私たちの事務所です。
お客様のこだわりに応えていくには、
これまで通りのやり方では十分ではありません。
どちらにしても、自分達の価値観 大事にしなければ
ならないモノをしっかり持ってブレないことが大切
だと思うのです。

バリバリだぜぃ！
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丹陽社所長 オカのコラム

断面で家を考える

暮らしの豆知識

冬をすごす快適な
部屋づくり
マダムキミコの幸せレシピ

讃岐うどんに挑戦！
八尾のまちの弁護士のつぶやき

相続時の預貯金債権の
扱いについて

もくじ

facebook も
定期的に更新中！



うどんは、炭水化物そのものなので、ダイエットにはほど遠いと
思っていませんか？ラーメン・そうめんなどより消化が早く、風邪
や発熱など、体力・胃腸の弱っている時に最適な食べ物です。寒い
冬の時季、お子様やご家族とご一緒に、運動不足解消に、うどん作
りで足踏みしてみませんか？私は、メニュー作成に励みます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。マダムキミコ(^o^)丿

美味しいのに
カンタン！

マダムキミコ
伊丹在住のナゾの主婦

マダムキ
ミコの

ワンポイ
ント

アドバイ
ス

神戸春日台の板倉の家完成前見学会
2月のイベントのお知らせ

2月は現在神戸市西区で建築中の板倉の家の完成前見学会を開催します。
是非お気軽にご参加ください。

要予約・参加費無料

丹陽社
所長 オカの
コラム

季節により、うどん団子の硬さが違います。柔らかす
ぎた時は、少し片栗粉を混ぜて下さい。つるんとした
口当たりの良いうどんに仕上がります。硬いときは、
少しだけ水分を補充して下さい。水の代わりに牛乳
を使うと、お子様のカルシウム補給にもなります♪

冬をすごす快適な部屋づくり
エコで暖かな部屋づくりの工夫をチェック！

材料
(2人分)

作り方

讃岐うどんに挑戦！ ◎うどん　　小麦粉（中力粉）　　　　　　200ｇ

　　　　　　（強力粉100ｇ+薄力粉100ｇでも可）

　　　　　　打ち粉（強力粉）　　　　　　   適量

◎つけ汁　　濃口しょうゆ　　　　　　　  50cc

　　　　　　いりこ・こぶ、だしの素　　   各適量

1 .小さいボールに水と塩を入れ、塩が完全に溶けるまで混ぜ合わせる。

2.普通の大きさのボールに小麦粉を入れ、よく混ぜ合わせ、（1）の塩水を少し
　 ずつ加えながら混ぜ合わせる。そぼろ状になったものを押し固めて、餅の
　 ような団子にする。

3.（2）を少し大きめ・厚めのポリ袋に入れ、常温で30分以上おく。
　 夏場は冷蔵庫に保存。

4.（3）を足のかかとに力を入れ1分程度足踏みをする。

5.生地を袋から取り出し、三つ折りにし、折り畳んだ方を下にしてポリ袋
　 に戻し、再び1分程度足踏みをする。これを4～5回繰り返す。

6.（5）の生地をポリ袋から取り出し、内側へ内側へと丸め、餅のような団子にする。

7.（6）をポリ袋に入れ常温で1時間～半日おく。夏場は冷蔵庫に保存。

8.つけ汁は鍋にすべてを入れ、一度沸騰させ、みりんのアルコールを飛ばし、冷ます。

9.（7）を全体が均等に平らに薄くなるように（15～20mm程度）軽く踏む。
　 まな板の上に取り出し、打ち粉をふり、麺棒で2.5～3mmの厚さになるよ 
　 うに伸ばす。その後、屏風だたみにして2.5～3mm程度に切りそろえる。

10.鍋にたっぷりの湯を沸騰させ、（9）をほぐしながら入れる。沸騰させす
　 ぎない程度の火力で、軽く混ぜながら10～12分好みの硬さにゆで、ざ 
　 るに取り、流水でよく洗い、水を切って盛る。好みの薬味を添えて召し
　 上がれ。

冬の対策でまずチェックしたいのは、窓やドアなどの
開口部。冷気が入り込んだり、暖房器具などで暖めた
空気が冷やされるため、寒さを防ぐ際には必ずおさえ
ておきたい場所です。
寒さを防ぐには“空気の層をつくる”ことがポイン
ト。窓ガラスに断熱シートなどを貼って窓に層を作っ
たり、長めのカーテンで隙間を作らないように調整し
たり、カーテンや障子紙の素材を断熱効果のあるも
のに変えたり。DIYでできることから始めるのがおす
すめです。窓の次に対策するなら床がおすすめ。カー
ペットのしたに保温用のアルミシートを敷くだけで足
下からの寒さを和らげてくれます。

見た目から温める寒さ対策も効果的です。部屋を温
かなカラーでまとめたり、ふわふわのスリッパや湯た
んぽ、ブランケットなどお好みのアイテムをプラスし
たり。また保温ポットにホットドリンクをつくりおきす
るなど、体の中から温めるのもおすすめです。

窓&床対策で、
暖かい部屋をキープ！

温かアイテムで
見た目からポカポカに

断面で家を考える

間取りを家の断面から考える

最近私たちは、縦長の押し開き窓を使うことが多いです。
採光がたっぷりほしい南面は、掃出し窓などの大きく窓を設けます。

塩　　　　　　　　　15ｇ

水　　　　　　　　  100cc

みりん　　　　　　　50cc

水　　　　　　　　  200cc

場 所 お申込方法

2月26日（日）　11：00～16：00
神戸市西区春日台周辺 HP・電話にてお申込みください。

日 時

建物の外観を東西南北から描いたも
ので、建物の出来上がりが想像できま
す。

断面図では、吹抜けや階段に1階と2階
とのつながりを視覚的にも動線的に
ももつことが検討できます。

家族が上と下に分かれて過ごしてい
ても、お互いの気配が伝わるように工
夫をするのです。

吹抜けに面して共用のホールを計画
したり、居間に接して階段をつくった
りして立体的な広がりを持たせるこ
とができます。

間取りを縦に考え、工夫することで、
太陽光や自然風を効果的に取り入れ
ることができます。

窓は高い位置にあるほうが奥まで光
が届きます。

また面積が同じなら、縦型の窓の方が
周囲の障害物の影響をうけにくく、均
一な明るさを得ることができます。

自然の風は夏の冷房負荷を減らすこ
とができます。

グーグルなどで風の向きを調べてう
まく風が流れるように窓の配置を考
えます。

このように、断面図をつかって立体的
に建物を考えますと、建物により大き
な広がりをつくれるんです！

近私たちは、大きく吹抜けをと
ることが多いです。

家全体を同じ温度に保つには、室内で
の空気の流れを良くすることが必要
なのです。もちろん、家の断熱性能を
高め冷暖房にも工夫をしなければな
りません。

空間としても大きく広がった吹抜け
に8寸角の大黒柱が通っているのは
気持ちの良いものです。

住宅の設計図で最もなじみのあるの
が「平面図」です。

これは家の間取りを上から見たもの
で部屋の広さや動線が分かりやすい
です。

次に見る機会が多いのは「立面図」です。

最

も

間取りを縦に考え、自然の力を
効果的に取り入れる

家の間取りを
さまざまな角度から考える

う一つ建物を理解するうえで欠
かせないものに「断面図」があり

ます。

これは建物を垂直に切断した図で、天
井や床の高さ、窓や手すりの位置など
平面図では分からない情報が描かれ
ています。

たとえば、同じ間取りでも天井の高さ
や窓やドアの形状が違えば、まったく
別の家と思えるほどです。

部屋の内部のデザインが部屋の性格
を決めてしまうのです。


